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月

火

水

木

金
１
10：30～11：30
「ひよこルーム」
生後 2 ヶ月～1 歳半ま
でのお子さん対象
７
８
10：00～12：00
10：30～11：30
親子講座
あそびのひろば
「クリスマス製作」 「綿ロープあそび」

土
２
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」

１３
10：30～12：00
子育てサークル活動
“クローバー”

１４
10：00～12：00
にこにこひろば
「粘土あそび」

２０
10：00～12：00
（9：45～受付）
わくわくひろば
「身体測定」
２７
10：30～11：30
「マタニティ・
マミーカフェ」

２１
10：30～11：30
絵本のおはなし会
小林美智子さん
場所：とみあい図書館
２８
10：00～12：00
にこにこひろば
「楽器あそび」
「茶話会」

１６
地域交流ひろば
「クリスマス発表会」
時間：9 時開会
場所：アスパル富合
２３

《園庭開放について》
月~金曜日 9：00~17：00 までのお好きな時間帯に戸
外や室内で自由に遊ぶことができます。
３
お休み

１０
お休み

だいいち子育て支援センターは熊本市に在住の 0 歳から就学前のお子さんを対象に
親子でつどい自由に交流できる場です。

１７
お休み

《開所時間》月～金曜日 午前 9 時～午後 5 時

☆Merry
Christmas☆
師走に入り、寒さが厳しくなってきましたが、空気が澄んで夜空がきれいに見えます。12 月は、子どもたちの待ちに待った
クリスマスがあります。ツリーを飾ったり、クリスマスパーティをしたり楽しいことがたくさん待っていますね！！みなさんの
家にもサンタさんが来てくれればいいですね…。
さて、だいいち子育て支援センターでも、クリスマスの活動が盛りだくさんです。クリスマス制作やクリスマス会を考えてい
ます。その他にも、粘土あそびや楽器あそびもしますよ！！お友だち作りにお気軽に遊びにおいで下さい。
今年のカレンダーも残り 1 枚となりました。楽しい事やいろんなことがたくさんありましたね。だいいち子育て支援センタ
ーに遊びに来て下さり、ありがとうございました。来年も楽しい 1 年となりますよう祈っています。
～年末年始はご家庭で楽しく過ごされることと思います。どうぞよいお年をお迎えください～

２４
お休み

４
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」

５
10：30～11：30
「制作の日」
今月は何を作ろう
かな？！
１１
１２
10：30～11：30
10：30～11：30
「キッズワーク」
「制作の日」
※1 歳半以上の
今月は何を作ろう
おともだち対象
かな？！
１８
１９
10：00～12：00
10：30～12：00
自由開放日
「クリスマス会」
「なかよしくらぶ」 ※プレゼント持参
でお願いします。
２５
２６※予約制
10：00～12：00
10：00～12：00
自由開放日
アロマ教室
「なかよしくらぶ」 「抗菌ハンドジェル」
＊富永先生の教室です!

６
10：30～11：30
「ボールプール」

１５
10：30～11：30
ベビー教室※予約制
「」
＊南先生の教室です!!
２２
「子育て相談室」
子育てに悩みのあ
るママのための日
です。※予約制
２９
年末年始の
お休み
年始は 1 月 4 日～

９
10：00～12：00
自由開放日
「なかよしくらぶ」

天皇誕生日
お休み
３０
年末年始の
お休み

３１
《お知らせ》 １月の親子講座は「親子リトミック教室」です。
地域交流ひろばは「カラーアート教室」です。

年末年始の
お休み
※都合により予定が変更になる場合がありますのでご了承下さい。

※子育てのいろいろな情報や保護者同士の交流の場を提供しています。

１２月のテーマは綿ロープあそびです。
～赤ちゃんの冬の過ごし方～

「ノンタン！サンタクロースだよ」

寒い冬がやってきて、家の中で過ごすことが多くなります。お部屋の環境
を整え、健康で危険のないように過ごしましょう。
＊室温18～20°湿度50～60％を目安に空気の入れ替えや加湿を行い
ましょう。
＊暖房器具でやけどなどをしないように注意しましょう。ホットカーペッ
ト・カイロなどの低温やけどに注意しましょう。
＊夜間は暑いと布団から飛び出したりするので、スリーパーなどを着せ
てあげましょう。暖房は休む時は切りましょう。
＊外出は暖かい日のお日様の出る時間帯を選びましょう。衣類は１枚多
く、風を通さない素材の上着を着せましょう。ベビーカーで出かける
時はひざ掛けなどを使用しましょう。
＊外出から帰ったら、うがい手洗いを忘れずに!！赤ちゃんはお湯で絞
ったガーゼなどで顔や手を拭いてあげましょう。水分、母乳などで、
喉を潤し細菌を洗い流しましょう。

空いっぱいに飛びかういろんなサンタクロー達。ノンタン
はねこのサンタに、プレゼントをたのみたいのですが会
えません・・・。大好きなノンタンと一緒のクリスマス。

12 月は「粘土あそび」
「楽器あそび」を親子で楽しみた
いと思います。遊んだあとは、ティータイムとおしゃ
べりの時間です。お気軽に遊びにおいで下さい。

「コロちゃんのクリスマス」
今日はクリスマス・イブ。コロちゃんとママはクリスマス・ツ
リーを飾りつけ、クリスマスの準備をします。コロちゃんは
ママの手伝いをしますが、プレゼントのことが気になっ
て、手伝ってるんだか邪魔してるんだか・・・？

「メリークリスマス ペネロペ！」
クリスマスの前の日からクリスマスのお祝いの準備をするペネロ
ペ。当日は親戚のみんなが集まって楽しいパーティ。プレゼント
をたくさんもらって心はずむクリスマスの様子など、子どもに身
近な場面での楽しい出来事を美しい絵と、楽しい文で。驚くよう
なしかけがたくさん！ ペネロペの楽しいクリスマス！

毎月 1 回、身体測定を行っています。子どもさんの体の
成長を一緒に喜びましょう。子どもさんの写真を付け
て、記念の身体測定表をプレゼントしています。
初めての方もお気軽にご参加下さい。
絵本の読み聞かせを中心に活動されている“ボランティ
アくれよん”の小林美智子さんが毎月アスパル富合内に
あります「とみあい図書館」においで頂き、絵本の読み
聞かせを行っています。お気軽にご参加下さい。

今月のサークルの活動は、足形アートに挑戦！！
足形で、来年の干支の戌を作りましょう！記念になるので、
ぜひ、遊びに来て下さい。たくさんの参加お待ちしてます❤
はじめての方も大歓迎！
☆日 時： 平成 29 年 12 月 13 日（水）
☆場 所： だいいち子育て支援センター
☆内 容： 足形アートをつくろう！

生後 2 ヶ月～1 歳半までのお子さんを対象としたひろば
です。ふれあい遊びや子育てについての悩みなどを一緒
におはなししてみませんか？
妊婦さん、子育てママさん集まれ～♪

↓お散歩デー
秋の心地よい日
差しの中、園の周
りをお散歩しま
した。

年末年始のお知らせ
12 月 29 日(金)～1 月 3 日(水)は、年末
年始のお休みとさせて頂きます。1 月 4
日(木)から、平常通り開館致します。
お休み中は、風邪などをひかないよう
元気にお過ごしくださいね!!

↑スタンプあそび
もみじやイチョウの葉を
みんなでつくりました。
とっても素敵な壁面が出
来上がりました。

↑どんぐり拾い
みんなでたくさ
んどんぐりを拾
いました。たくさ
ん拾って大喜び
でした。

毎月 1 回、マタニティ・マミーカフェを開催し
ています。熊本市にお住まいの方で、これか
らママになる妊婦さんのための交流のひろ
ばがひらかれています。赤ちゃんを迎える準
備を一緒に始めてみませんか？
(対象：妊婦さん＆生後 1 ヶ月～5 ヶ月の親子)

健康・発達・あそび・食事・睡眠・排泄・育児のＱ＆Ａ。
ママの悩みはつきないですね。そんな悩みをお気軽に
ご相談下さい。担当の保育士が温かく対応いたします。

※お電話の受付はできませんのでご了承ください。

※個別の相談日となっておりますので予約制です。

活

不定期 10：00～12：00
活動の枠にとらわれず、時間帯内のお好きな時間に、
子どもたちが自由に好きな遊びを楽しめるひろばで
す。12 月は、2 日、4 日、9 日、18 日、25 日です。

動

名

予

約

期

間

ベ

ビ

ー

教

室

12 月 4 日(月)～12 月 13 日(水)

ア

ロ

マ

教

室

12 月 18 日(月)～12 月 22 日(金)

【お問い合わせ先】
子育てほっとステーション
12 月の地域交流ひろばは、第一幼
育園の発表会です。園児たちがこれま
で少しずつ練習してきた歌・お遊戯・合
奏・劇などを発表します。子どもたちの
頑張る姿はとても感動的です。どうぞ
楽しくご覧下さい。お待ちしております。

☆対 象： 0 歳～6 歳（就学前）までのお子さんとその保護者
☆日

時： 平成 29 年 12 月 16 日（土） 9 時開会～12：30（終了予定）

☆場 所： アスパル富合ホール（南区役所横）
☆内

容： 認定こども園 第一幼育園のクリスマス発表会

だいいち子育て支援センターでクリスマス会を開催します。みんなでプレゼ
ント交換をしたり、ゲームをしたりして楽しい時間を過ごしたいと思います。
ママ友誘ってぜひ、遊びに来て下さい。※自由参加です。
★準備するもの：プレセント交換をしますので、クリスマスプレゼント
（500 円程度）をお持ち下さい。

だいいち子育て支援センター（第一幼育園内）
〒861-4152 熊本市南区富合町新 256-1
TEL:096-357-1245
FAX:096-357-4656
【E-mail】youikuen@agate.plala.or.jp
【ホームページ】http://youikuen.com/

